
9/23（金） 友の会優先発売　9/25（日） 一般発売

写真・ペーパーカット：今森光彦写真・ペーパーカット：今森光彦

協
　力

ウィンナー・ワルツ・オーケストラ2017

S席6,000円　A席（4階）4,500円
2017年１月9日（月・祝）13：30開演［大ホール］

お問い合わせ：しがぎん経済文化センター 077-526-0011
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公演チケット情報10月 OCTOBER

9/23（金） 友の会優先発売　9/25（日） 一般発売 9/29（木） 友の会優先発売　10/1（土） 一般発売

9/30（金） 友の会優先発売　10/2（日） 一般発売

会場が一体になって新年を迎えるカウントダウン
コンサート。びわ湖ホールで華やかな年越しを!

SS席8,000（7,500）円　S席6,500（6,000）円　A席5,000（4,500）円
B席4,000円　C席3,000円　青少年（25歳未満）S ～ C席1,500円

12月31日（土）22：00開演［大ホール］

びわ湖ホール ジルヴェスター・コンサート 2016-2017

指揮：沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）　司会：桂 米團治
チェロ独奏：堤 剛　管弦楽：大阪交響楽団

［曲目］サン=サーンス：チェロ協奏曲 第1番
ベートーヴェン：交響曲第9番「合唱付き」より 第四楽章　ほか　

昨年の公演より

一般2,000円　青少年（25歳未満）1,000円
2017年1月15日（日）14：00開演［小ホール］

びわ湖ホール芸術監督、故若杉 弘ゆかり
のピアノ“ピノ”でお贈りするシリーズ第3弾。
今回は、生誕150年となるエリック･サティと
没後20年を迎えた武満 徹の作品を取り上
げます。

平成28年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

文化庁文化芸術振興費補助金（舞台芸術創造活動活性化事業）

平成28年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

平成28年度文化庁文化芸術による地域活性化･国際発信推進事業

ピアノとうたで綴る「サティと武満徹」
タ ケ ミ ツ

スタインウェイ“ピノ”シリーズ vol.3

びわ湖ホール初登場の実力派演奏家集団が、
“ゲンダイオンガク”を楽しくご紹介します。

［曲目］サン=サーンス：動物の謝肉祭
ジョン・ケージ：居間の音楽
武満 徹：海へ　ほか

［曲目］
エリック･サティ：
3つのジムノペディ、ジュ･トゥ･ヴ

＊びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー

一般3,000（2,500）円　青少年（25歳未満）1,000円　シアターメイツ500円
2017年1月29日（日）14：00開演［中ホール］

アンサンブル・ノマド 21世紀の「動物の謝肉祭」

高音が続く難曲アリアで有名なドニゼッティの名作。超絶
技巧が要求されるこのアリアを歌うのは、びわ湖ホール声楽
アンサンブル出身の山本康寛と、ゲスト歌手・小堀勇介。
国内外で活躍する若きテノール歌手の競演にご期待ください!

一般5,000（4,500）円　青少年（25歳未満）2,000円　シアターメイツ1,000円
2017年2月11日（土・祝）・12日（日）両日とも14：00開演［中ホール］

指揮：園田隆一郎　演出・お話：中村敬一
出演：びわ湖ホール声楽アンサンブル　管弦楽：大阪交響楽団

オペラへの招待

（フランス語上演・日本語字幕付）

ドニゼッティ作曲 歌劇『連隊の娘』全2幕

作曲：S.プロコフィエフ　振付：F.アシュトン
監修・演出：W.E.サムス、M.ソワーズ　指揮：冨田実里　演奏：関西フィルハーモニー管弦楽団

世界の一流のバレエ団で上演されているアシュトン
振付の『シンデレラ』。日本では新国立劇場バレエ団
だけがレパートリーとする貴重な作品です。美しい音
楽、四季の妖精たちの踊りや、豪華なセットや衣裳な
ど、誰もが幸せな気分になれる作品です。

新国立劇場バレエ団 『シンデレラ』

SS席12,000（11,000）円　S席10,000（9,000）円　A席8,000（7,000）円
B席6,000円　C席4,000円　D席3,000円

2017年1月14日（土）14：00開演［大ホール］

青少年割引当日券

 黒田恵美＊（ソプラノ） 森 季子＊（メゾ・ソプラノ）

寺嶋陸也（ピアノ）清水徹太郎＊（テノール） 津國直樹＊（バリトン）

講師：中村敬一（演出家）　料金:1,000円（自由席）
2017年1月21日（土）10：00開講［コラボしが２１ 3階大会議室］

中村敬一

©Hidemi Seto

©Higashi Akitoshi

山本康寛

平成28年度文化庁･音楽堂等活性化事業

同時発売!

10/8（土）10：00受付開始

オペラ講座 歌劇『連隊の娘』（初級編）オペラ講座 歌劇『連隊の娘』（初級編）

バレエ・ワークショップバレエ・ワークショップ

12月4日（日）14：00 ～ [リハーサル室]
対象：バレエ未経験もしくは初心者の小学生以上　定員：50名（先着順）
参加費：500円　申込み・お問い合わせ：077-523-7150（びわ湖ホール事業部）

新国立劇場バレエ・ダンサーと一緒に楽しくバレエを体験するワークショップ!

武満 徹：
《遮られない休息》、小さな空　ほか



チ ケ ット 発 売 中 の 公 演チ ケ ット 発 売 中 の 公 演 チ ケ ット 発 売 中 の 公 演チ ケ ット 発 売 中 の 公 演

印の公演は、シアターメイツ優待公演です。
＊シアターメイツチケットはチケットセンターのみの取扱い（電話・窓口のみ）

印の公演は、びわ湖大津 秋の音楽祭の公演です。

平成28年度文化庁劇場･音楽堂等活性化事業、びわ湖ホール舞台芸術基金
助成：公益財団法人三菱UFJ信託芸術文化財団、公益財団法人花王芸術・科学財団、 公益財団法人野村財団

ドニゼッティ作曲 歌劇『ドン・パスクワーレ』ドニゼッティ作曲 歌劇『ドン・パスクワーレ』

指揮：沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）　演出：フランチェスコ・ベッロット
出演：牧野正人、須藤慎吾、アントニーノ・シラグーザ、砂川涼子
合唱：びわ湖ホール声楽アンサンブル、藤原歌劇団合唱部　管弦楽：日本センチュリー交響楽団

SS席完売　S席16,000（15,000）円　A席13,000（12,000）円　B席11,000（10,000）円
C席・D席・E席完売　U30席（30歳以下）3,000円　U24席（24歳以下）2,000円

10月23日（日）14：00開演［大ホール］

青少年割引当日券

沼尻竜典オペラセレクション
びわ湖ホール・日生劇場・藤原歌劇団・日本センチュリー交響楽団共同制作

（イタリア語上演・日本語字幕付）全3幕
ドニゼッティの名作オペラを上演! イタリアからは大
スター テノール歌手 アントニーノ・シラグーザ、日本
からは実力派キャストを迎える豪華な饗宴。イタリア・
ベルガモ・ドニゼッティ劇場の全面協力を得て創りあ
げる美しい舞台にもご期待ください。

オペラ

びわ湖ホールオフィシャルスポンサー：株式会社 叶 匠壽庵 びわ湖ホールオフィシャルスポンサー：株式会社平和堂

日生劇場公演の様子（2016年7月）
提供：公益財団法人日本オペラ振興会

イタリア・ルネサンスの世界～メディチ家を彩った音楽イタリア・ルネサンスの世界～メディチ家を彩った音楽室内楽

古楽への招待９ 平成28年度文化庁劇場･音楽堂等活性化事業

音楽でたどるメディチ家の栄華。ヨーロッパで「楽器の女
王」として愛されたリュートにカウンターテナーが華を添え
ます。ルネサンスの響きに、想いを馳せてみませんか。
出演：高本一郎（リュート／構成・編曲）
　　 青木洋也（カウンターテナー）、田島 隆（パーカッション／タンバリン）

［曲目］レオナルド・ダ・ヴィンチ：愛は甘美なものであるが　ほか

一般3,000円　青少年（25歳未満）1,000円
11月19日（土）14：00開演［小ホール］ 高本一郎

上野 真 ピアノ・リサイタル
月の光…1927年製エラールへの誘い
上野 真 ピアノ・リサイタル
月の光…1927年製エラールへの誘い

室内楽

［曲目］ドビュッシー：ベルガマスク組曲、ラヴェル：ソナチネ　ほか
※この演奏会では、ＣＤ化に向けてライヴレコーディングを行います。　協力：森田ピアノ工房

一般3,000円　青少年（25歳未満）1,500円
11月23日（水・祝）15：00開演［小ホール］

上野真がライフワークとする19世紀から20世紀初頭の作品のライヴ
レコーディング･プロジェクト、豊潤な響きのびわ湖ホール小ホールで初開催!

公開録音コンサート

上野 真

名曲コンサート

小泉和裕指揮　日本センチュリー交響楽団小泉和裕指揮　日本センチュリー交響楽団オーケストラ

大好評を博した昨年に引き続きオーケストラ公演をお届けしま
す。小泉和裕のしなやかで力強い指揮が日本センチュリー交響
楽団の魅力を最大限に引き出します。

S席4,000（3,500）円　A席3,000（2,500）円　B席2,000円　
C席1,000円　青少年（25歳未満）S ～ B席1,500円　シアターメイツS ～ B席750円

11月13日（日）15：00開演［大ホール］
［曲目］シューベルト：交響曲 第7番 「未完成」、ブラームス：交響曲 第1番　ほか

青少年割引当日券

平成28年度文化庁劇場･音楽堂等活性化事業

かもめ演 劇

作：A・チェーホフ　演出：熊林弘高　翻訳・上演台本：木内宏昌
出演：満島ひかり、佐藤オリエ、田中圭、中嶋朋子、 坂口健太郎　ほか

S席7,000（6,500）円　A席5,000（4,500）円

11月26日（土）18：00開演
11月27日（日）13：00開演［中ホール］

完売御礼

ⒸIvan Maly
′小泉和裕

平成28年度文化庁劇場･音楽堂等活性化事業

びわ湖ホール声楽アンサンブル 第62回定期公演
『クリスマスの万華鏡』

声 楽 

世界各地の聖なる夜に奏でられる、多彩なクリスマスソングをお届けします。

一般3,000円　青少年（25歳未満）1,500円
12月24日（土）14：00開演［小ホール］

［曲目］
指揮：本山秀毅（びわ湖ホール声楽アンサンブル専任指揮者）

きよしこの夜、ブリテン：キャロルの祭典　ほか

本山秀毅

長原幸太＆フレンズ長原幸太＆フレンズ室内楽

室内楽への招待

毎回大好評の長原幸太＆フレンズが、今回はブラームス青年
期の名曲ピアノ五重奏で登場します。日本のトップを走る男
性奏者5名による熱演をお楽しみください。
出演：長原幸太、佐久間聡一（ヴァイオリン）
　　  鈴木康浩（ヴィオラ）、奥泉貴圭（チェロ）、津田裕也（ピアノ）

［曲目］ブラームス：ピアノ四重奏曲 第2番、ピアノ五重奏曲

一般3,500（3,000）円　青少年（25歳未満）1,500円
12月10日（土）14：00開演［小ホール］ 長原幸太

平成28年度文化庁劇場･音楽堂等活性化事業

お問い合わせ：シネマ･コンサートの会 090-8194-4804

前売2,500円　当日2,800円（自由席）10月7日（金）13：30上映［小ホール］
第１回 シネマ・コンサートの会 in びわ湖ホール マリア・カラス 伝説のオペラ座ライブ

お問い合わせ：相愛大学オーケストラ合同研究室 06-6612-3954

一般 前売2,500円 当日3,000円　学生 前売1,500円 当日2,000円（自由席）
10月30日（日）14：00開演［大ホール］
平成28年度相愛オーケストラ秋期特別演奏会

協 

　力

お問い合わせ：びわ湖放送 077-524-0153

S席8,700円　A席6,700円　B席5,200円12月23日（金・祝）１８：００開演［大ホール］
ディズニー・オン・クラシック～まほうの夜の音楽会2016

共
　催

お問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888

プラハ国立歌劇場 モーツァルト作曲 歌劇『魔笛』（全2幕）

SS席18,000円　S席15,500円　A席13,500円　B席11,500円　C席9,500円　D席7,500円
10月29日（土）15：00開演［大ホール］ 原語上演・日本語字幕付

入場料1,000円11月3日（木・祝）15：30開演［大ホール］
びわ湖に響け! 1000人の吹奏楽with淀工

お問い合わせ：びわ湖大津秋の音楽祭運営協議会事務局（大津市役所 都市再生課内） 077-528-2501

KEIBUN第九2016
SS席6,500円　S席6,000円　A席5,500円　B席4,500円　C席3,500円

１２月１７日（土）１７：00開演［大ホール］

お問い合わせ：しがぎん経済文化センター 077-526-0011

特別コンサート

ディミトラ・テオドッシュウ ソプラノ・リサイタルディミトラ・テオドッシュウ ソプラノ・リサイタル声 楽 

１曲のアリアにヒロインの真情を込め、心を揺さぶるテオドッシュウの体当たりの
歌唱。びわ湖ホールだけのリサイタルをご堪能ください。

S席6,500（6,000）円　A席5,000（4,500）円　B席4,000（3,500）円　青少年（25歳未満）2,000円
10月28日（金）14：00開演［大ホール］

ピアノ：浅野菜生子
［曲目］ヴェルディ：歌劇『運命の力』より　“神よ、平和を与えたまえ”

プッチーニ：歌劇『ラ・ボエーム』より　“私の名はミミ” 
　　　　　　  歌劇『蝶々夫人』より　“ある晴れた日に”
　　　　　 歌劇『トスカ』より　“歌に生き、愛に生き”
マスカーニ：歌劇『カヴァレリア・ルスティカーナ』より　“ママも知る通り”　ほか

講師：加藤浩子（音楽評論家）
① 9月18日（日）14：00開講［コラボしが２１ ３階大会議室］
②10月 2日（日）14：00開講［びわ湖ホール リハーサル室］
③2017年1月15日（日）10：00開講［コラボしが２１ ３階大会議室］
料金：3,000円（自由席、①・②・③通し券）

今まで全くオペラを観たことがない方でもオペラが楽しめるようになる入門講座。
『ドン・パスクワーレ』と『連隊の娘』を中心にオペラの魅力を解説します。

オペラ入門講座（全3回） 平成28年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

特別コンサート

ザクセン声楽アンサンブル
創設20周年記念公演
ザクセン声楽アンサンブル
創設20周年記念公演

声 楽 

ⒸC.Eckelt

ア・カペラ合唱の源流、宮廷都市ドレスデンで結
成されて20年。至純のア・カペラ・アンサンブルを
お贈りします。

一般4,000（3,500）円　青少年（25歳未満）2,000円　シアターメイツ1,000円
10月29日（土）19：00開演［小ホール］

指揮：マティアス・ユング
［曲目］J.S.バッハ：モテットBWV.225、226、228、229　ほか

平成28年度文化庁劇場･音楽堂等活性化事業　助成：ザクセン文化財団

ドイツ・シュトゥットガルト在住の日本を代表するメゾ・ソプラノ歌
手小山由美を招き、ドイツ歌曲の歌唱法など実践的なメソッド
を学ぶセミナー第2弾。今年は3日間にわたり開催します。

一般2,000円　青少年（25歳未満）1,000円（3日間通し券・自由席）
11月28日（月）・29日（火）・30日（水）各日14：00～16：30［小ホール］

若杉･長野音楽基金

受講者：びわ湖ホール声楽アンサンブル・メンバー
課題曲：シューベルト、メンデルスゾーン、シューマン、ブラームス等の作品より

平成28年度文化庁劇場･音楽堂等活性化事業

野村万作 野村萬斎

毎年大好評の「野村万作・野村萬斎 狂言公演」。
今回は萬斎の長男・裕基も登場。親子三代のびわ湖
ホール公演は１２年ぶり。どなた様もお見逃しなく!

S席6,000（5,500）円　A席5,000（4,500）円
青少年（25歳未満）4,000円　シアターメイツ2,000円

12月10日（土）１３：00開演／１７：00開演［中ホール］

古典芸能 野村万作・野村萬斎狂言公演野村万作・野村萬斎狂言公演
『長光』『膏薬煉』『二人袴』『長光』『膏薬煉』『二人袴』

助成：公益財団法人西川文化財団

ながみつ こう やく ねり ふ た り ばかま

10月のロビーコンサート 入場無料 メインロビーにて
［事前申込不要］

特別ロビーコンサート 基村昌代＆山本康寛 デュオ・リサイタル特別ロビーコンサート 基村昌代＆山本康寛 デュオ・リサイタル

平成28年度文化庁劇場･音楽堂等活性化事業

ハロウィン ミュージカルナイトハロウィン ミュージカルナイト 10月31日（月）19：00～19：30
出演：びわ湖ホール声楽アンサンブル・メンバー　ピアノ：植松さやか

10月15日（土）13：00～14：00
出演：基村昌代＊（ソプラノ）、山本康寛＊（テノール）　ピアノ：岡本佐紀子

［曲目］山田耕筰 作曲／北原白秋 作詞：からたちの花
ドニゼッティ：歌劇『連隊の娘』より“ああ、今日はなんと楽しい日”
ヴェルディ：歌劇『椿姫』より“乾杯の歌”　ほか

＊びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー

小山由美ドイツ歌曲研修Ⅱ小山由美ドイツ歌曲研修Ⅱ声 楽 

10/13（木） 友の会優先発売　10/15（土） 一般発売

青少年割引当日券

ⒸRYOICHI ARATANI
′沼尻竜典

いよいよ、びわ湖リング始動! 〈ニーベルングの指環〉四部作を
4年にわたって新制作。演出に世界的巨匠ミヒャエル･ハンぺ、
舞台装置と衣裳デザイナーにヘニング･フォン・ギールケを迎えま
す。びわ湖ホールでしか観られない決定版の上演を目指します。

プロデュースオペラ

（ドイツ語上演・日本語字幕付）ワーグナー作曲 『ラインの黄金』全1幕

2公演セット券（S席）30,000（28,000）円　SS席20,000（19,000）円　S席16,000（15,000）円　
A席13,000（12,000）円　B席11,000（10,000）円　C席9,000（8,000）円　D席7,000円　E席5,000円
U30席（30歳以下）3,000円　U24席（24歳以下）2,000円

2017年3月4日（土）・5日（日）両日とも14：00開演［大ホール］
指揮：沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）　管弦楽：京都市交響楽団

講師：東条碩夫（音楽評論家）
①１２月１７日（土）14：00開講　②2017年1月29日（日）10：00開講　
会場：コラボしが21 3階大会議室　2,000円（自由席、①・②通し券）

同時発売! オペラ講座『ラインの黄金』(初級編／全2回)

講師：三宅幸夫（慶應義塾大学名誉教授）、伊東史明（神戸大学講師）、藤野一夫（神戸大学教授）
①2017年2月5日（日）14：00開講　②2017年2月19日（日）14：00開講
③2017年2月26日（日）14：00開講　会場：リハーサル室　3,000円（自由席、①・②・③通し券）

ワーグナー･ゼミナール（上級編／全3回）

平成28年度文化庁劇場･音楽堂等活性化事業

出演：びわ湖ホール四大テノール（清水徹太郎＊、竹内直紀＊、二塚直紀＊、山本康寛＊）
＊びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー

［曲目］琵琶湖周航の歌、歌劇『トゥーランドット』より“誰も寝てはならぬ”
新春テノールdeコント～ああ！お年玉は大変だ！～　ほか

びわ湖ホールを飛び出し、日本各地で活動を行う人気ユニットによる
2Daysコンサート。新春テノールdeコントで2017年の初笑いを!

一般3,000円　青少年（25歳未満）1,500円
2017月1月7日（土）・8日（日）両日とも14：00開演［小ホール］

びわ湖ホール四大テノール　新春コンサート

終了しました

山本康寛基村昌代

チ ケ ット 発 売 中 の 公 演チ ケ ット 発 売 中 の 公 演

平成28年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

『白い犬とワルツを』～私は白い犬～演 劇

長年連れ添った妻を亡くしたサムの身に起こる、ロマンに満ちたエピソードが感動を
よんだ小説『白い犬とワルツを』。テレビ、舞台で活躍する女優 草笛光子が語ります。
原作：テリー・ケイ／著  兼武 進／訳　演出：鵜山 仁　出演：草笛光子

青少年割引当日券S席3,000円　A席2,000円
10月8日（土）15：00開演［中ホール］

草笛光子
Ⓒ岡本隆史

学ラン姿でダンス、生演奏、コントなどを展開する男性ばかりのダンス集
団コンドルズが、結成20周年を迎えてお贈りするスーパーベスト版です！
構成・映像・振付：近藤良平　出演：コンドルズ 

一般5,000円　青少年（25歳未満）2,000円　シアターメイツ1,000円　
10月9日（日）１5：００開演［中ホール］

撮影：ＨＡＲＵ

平成28年度文化庁劇場･音楽堂等活性化事業

コンドルズ20周年記念 日本縦断大感謝ツアー 2016  『20th Century Boy』コンドルズ20周年記念 日本縦断大感謝ツアー 2016  『20th Century Boy』ダンス

ロシアの児童文学作家マルシャークの原作に、林光が作曲したオペラ『森は生きている』。
気軽に楽しめるよう約1時間の特別バージョンに新制作しました。びわ湖ホール声楽アン
サンブルがキャストを務め、県内各地で上演します。

びわ湖ホール声楽アンサンブル みんなで作ろう! 林 光 作曲 オペラ『森は生きている』びわ湖ホール声楽アンサンブル みんなで作ろう! 林 光 作曲 オペラ『森は生きている』

●東近江公演　11月19日（土）14：00開演　東近江市立八日市文化芸術会館
　お問い合わせ：八日市文化芸術会館　0748-55-0207
●近江八幡公演　11月20日（日）14：00開演　近江八幡市文化会館 大ホール
　お問い合わせ：近江八幡市文化会館　0748-33-8111
●彦根公演　12月3日（土)14：00開演　みずほ文化センター
　お問い合わせ：みずほ文化センター　0749-43-8111

　

平成28年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業
助成：一般財団法人地域創造、公益財団法人五島記念文化財団、一般社団法人私的録音補償金管理協会（sarah）

各公演とも 〈一般〉1,000円　当日1,200円　〈中学生以下〉500円　当日600円（自由席）

平成28年度（第71回）文化庁芸術祭参加公演
平成28年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業



チ ケ ット 発 売 中 の 公 演チ ケ ット 発 売 中 の 公 演 チ ケ ット 発 売 中 の 公 演チ ケ ット 発 売 中 の 公 演

印の公演は、シアターメイツ優待公演です。
＊シアターメイツチケットはチケットセンターのみの取扱い（電話・窓口のみ）

印の公演は、びわ湖大津 秋の音楽祭の公演です。

平成28年度文化庁劇場･音楽堂等活性化事業、びわ湖ホール舞台芸術基金
助成：公益財団法人三菱UFJ信託芸術文化財団、公益財団法人花王芸術・科学財団、 公益財団法人野村財団

ドニゼッティ作曲 歌劇『ドン・パスクワーレ』ドニゼッティ作曲 歌劇『ドン・パスクワーレ』

指揮：沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）　演出：フランチェスコ・ベッロット
出演：牧野正人、須藤慎吾、アントニーノ・シラグーザ、砂川涼子
合唱：びわ湖ホール声楽アンサンブル、藤原歌劇団合唱部　管弦楽：日本センチュリー交響楽団

SS席完売　S席16,000（15,000）円　A席13,000（12,000）円　B席11,000（10,000）円
C席・D席・E席完売　U30席（30歳以下）3,000円　U24席（24歳以下）2,000円

10月23日（日）14：00開演［大ホール］

青少年割引当日券

沼尻竜典オペラセレクション
びわ湖ホール・日生劇場・藤原歌劇団・日本センチュリー交響楽団共同制作

（イタリア語上演・日本語字幕付）全3幕
ドニゼッティの名作オペラを上演! イタリアからは大
スター テノール歌手 アントニーノ・シラグーザ、日本
からは実力派キャストを迎える豪華な饗宴。イタリア・
ベルガモ・ドニゼッティ劇場の全面協力を得て創りあ
げる美しい舞台にもご期待ください。

オペラ

びわ湖ホールオフィシャルスポンサー：株式会社 叶 匠壽庵 びわ湖ホールオフィシャルスポンサー：株式会社平和堂

日生劇場公演の様子（2016年7月）
提供：公益財団法人日本オペラ振興会

イタリア・ルネサンスの世界～メディチ家を彩った音楽イタリア・ルネサンスの世界～メディチ家を彩った音楽室内楽

古楽への招待９ 平成28年度文化庁劇場･音楽堂等活性化事業

音楽でたどるメディチ家の栄華。ヨーロッパで「楽器の女
王」として愛されたリュートにカウンターテナーが華を添え
ます。ルネサンスの響きに、想いを馳せてみませんか。
出演：高本一郎（リュート／構成・編曲）
　　 青木洋也（カウンターテナー）、田島 隆（パーカッション／タンバリン）

［曲目］レオナルド・ダ・ヴィンチ：愛は甘美なものであるが　ほか

一般3,000円　青少年（25歳未満）1,000円
11月19日（土）14：00開演［小ホール］ 高本一郎

上野 真 ピアノ・リサイタル
月の光…1927年製エラールへの誘い
上野 真 ピアノ・リサイタル
月の光…1927年製エラールへの誘い

室内楽

［曲目］ドビュッシー：ベルガマスク組曲、ラヴェル：ソナチネ　ほか
※この演奏会では、ＣＤ化に向けてライヴレコーディングを行います。　協力：森田ピアノ工房

一般3,000円　青少年（25歳未満）1,500円
11月23日（水・祝）15：00開演［小ホール］

上野真がライフワークとする19世紀から20世紀初頭の作品のライヴ
レコーディング･プロジェクト、豊潤な響きのびわ湖ホール小ホールで初開催!

公開録音コンサート

上野 真

名曲コンサート

小泉和裕指揮　日本センチュリー交響楽団小泉和裕指揮　日本センチュリー交響楽団オーケストラ

大好評を博した昨年に引き続きオーケストラ公演をお届けしま
す。小泉和裕のしなやかで力強い指揮が日本センチュリー交響
楽団の魅力を最大限に引き出します。

S席4,000（3,500）円　A席3,000（2,500）円　B席2,000円　
C席1,000円　青少年（25歳未満）S ～ B席1,500円　シアターメイツS ～ B席750円

11月13日（日）15：00開演［大ホール］
［曲目］シューベルト：交響曲 第7番 「未完成」、ブラームス：交響曲 第1番　ほか

青少年割引当日券

平成28年度文化庁劇場･音楽堂等活性化事業

かもめ演 劇

作：A・チェーホフ　演出：熊林弘高　翻訳・上演台本：木内宏昌
出演：満島ひかり、佐藤オリエ、田中圭、中嶋朋子、 坂口健太郎　ほか

S席7,000（6,500）円　A席5,000（4,500）円

11月26日（土）18：00開演
11月27日（日）13：00開演［中ホール］

完売御礼

ⒸIvan Maly
′小泉和裕

平成28年度文化庁劇場･音楽堂等活性化事業

びわ湖ホール声楽アンサンブル 第62回定期公演
『クリスマスの万華鏡』

声 楽 

世界各地の聖なる夜に奏でられる、多彩なクリスマスソングをお届けします。

一般3,000円　青少年（25歳未満）1,500円
12月24日（土）14：00開演［小ホール］

［曲目］
指揮：本山秀毅（びわ湖ホール声楽アンサンブル専任指揮者）

きよしこの夜、ブリテン：キャロルの祭典　ほか

本山秀毅

長原幸太＆フレンズ長原幸太＆フレンズ室内楽

室内楽への招待

毎回大好評の長原幸太＆フレンズが、今回はブラームス青年
期の名曲ピアノ五重奏で登場します。日本のトップを走る男
性奏者5名による熱演をお楽しみください。
出演：長原幸太、佐久間聡一（ヴァイオリン）
　　  鈴木康浩（ヴィオラ）、奥泉貴圭（チェロ）、津田裕也（ピアノ）

［曲目］ブラームス：ピアノ四重奏曲 第2番、ピアノ五重奏曲

一般3,500（3,000）円　青少年（25歳未満）1,500円
12月10日（土）14：00開演［小ホール］ 長原幸太

平成28年度文化庁劇場･音楽堂等活性化事業

お問い合わせ：シネマ･コンサートの会 090-8194-4804

前売2,500円　当日2,800円（自由席）10月7日（金）13：30上映［小ホール］
第１回 シネマ・コンサートの会 in びわ湖ホール マリア・カラス 伝説のオペラ座ライブ

お問い合わせ：相愛大学オーケストラ合同研究室 06-6612-3954

一般 前売2,500円 当日3,000円　学生 前売1,500円 当日2,000円（自由席）
10月30日（日）14：00開演［大ホール］
平成28年度相愛オーケストラ秋期特別演奏会

協 

　力

お問い合わせ：びわ湖放送 077-524-0153

S席8,700円　A席6,700円　B席5,200円12月23日（金・祝）１８：００開演［大ホール］
ディズニー・オン・クラシック～まほうの夜の音楽会2016

共
　催

お問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888

プラハ国立歌劇場 モーツァルト作曲 歌劇『魔笛』（全2幕）

SS席18,000円　S席15,500円　A席13,500円　B席11,500円　C席9,500円　D席7,500円
10月29日（土）15：00開演［大ホール］ 原語上演・日本語字幕付

入場料1,000円11月3日（木・祝）15：30開演［大ホール］
びわ湖に響け! 1000人の吹奏楽with淀工

お問い合わせ：びわ湖大津秋の音楽祭運営協議会事務局（大津市役所 都市再生課内） 077-528-2501

KEIBUN第九2016
SS席6,500円　S席6,000円　A席5,500円　B席4,500円　C席3,500円

１２月１７日（土）１７：00開演［大ホール］

お問い合わせ：しがぎん経済文化センター 077-526-0011

特別コンサート

ディミトラ・テオドッシュウ ソプラノ・リサイタルディミトラ・テオドッシュウ ソプラノ・リサイタル声 楽 

１曲のアリアにヒロインの真情を込め、心を揺さぶるテオドッシュウの体当たりの
歌唱。びわ湖ホールだけのリサイタルをご堪能ください。

S席6,500（6,000）円　A席5,000（4,500）円　B席4,000（3,500）円　青少年（25歳未満）2,000円
10月28日（金）14：00開演［大ホール］

ピアノ：浅野菜生子
［曲目］ヴェルディ：歌劇『運命の力』より　“神よ、平和を与えたまえ”

プッチーニ：歌劇『ラ・ボエーム』より　“私の名はミミ” 
　　　　　　  歌劇『蝶々夫人』より　“ある晴れた日に”
　　　　　 歌劇『トスカ』より　“歌に生き、愛に生き”
マスカーニ：歌劇『カヴァレリア・ルスティカーナ』より　“ママも知る通り”　ほか

講師：加藤浩子（音楽評論家）
① 9月18日（日）14：00開講［コラボしが２１ ３階大会議室］
②10月 2日（日）14：00開講［びわ湖ホール リハーサル室］
③2017年1月15日（日）10：00開講［コラボしが２１ ３階大会議室］
料金：3,000円（自由席、①・②・③通し券）

今まで全くオペラを観たことがない方でもオペラが楽しめるようになる入門講座。
『ドン・パスクワーレ』と『連隊の娘』を中心にオペラの魅力を解説します。

オペラ入門講座（全3回） 平成28年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

特別コンサート

ザクセン声楽アンサンブル
創設20周年記念公演
ザクセン声楽アンサンブル
創設20周年記念公演

声 楽 

ⒸC.Eckelt

ア・カペラ合唱の源流、宮廷都市ドレスデンで結
成されて20年。至純のア・カペラ・アンサンブルを
お贈りします。

一般4,000（3,500）円　青少年（25歳未満）2,000円　シアターメイツ1,000円
10月29日（土）19：00開演［小ホール］

指揮：マティアス・ユング
［曲目］J.S.バッハ：モテットBWV.225、226、228、229　ほか

平成28年度文化庁劇場･音楽堂等活性化事業　助成：ザクセン文化財団

ドイツ・シュトゥットガルト在住の日本を代表するメゾ・ソプラノ歌
手小山由美を招き、ドイツ歌曲の歌唱法など実践的なメソッド
を学ぶセミナー第2弾。今年は3日間にわたり開催します。

一般2,000円　青少年（25歳未満）1,000円（3日間通し券・自由席）
11月28日（月）・29日（火）・30日（水）各日14：00～16：30［小ホール］

若杉･長野音楽基金

受講者：びわ湖ホール声楽アンサンブル・メンバー
課題曲：シューベルト、メンデルスゾーン、シューマン、ブラームス等の作品より

平成28年度文化庁劇場･音楽堂等活性化事業

野村万作 野村萬斎

毎年大好評の「野村万作・野村萬斎 狂言公演」。
今回は萬斎の長男・裕基も登場。親子三代のびわ湖
ホール公演は１２年ぶり。どなた様もお見逃しなく!

S席6,000（5,500）円　A席5,000（4,500）円
青少年（25歳未満）4,000円　シアターメイツ2,000円

12月10日（土）１３：00開演／１７：00開演［中ホール］

古典芸能 野村万作・野村萬斎狂言公演野村万作・野村萬斎狂言公演
『長光』『膏薬煉』『二人袴』『長光』『膏薬煉』『二人袴』

助成：公益財団法人西川文化財団

ながみつ こう やく ねり ふ た り ばかま

10月のロビーコンサート 入場無料 メインロビーにて
［事前申込不要］

特別ロビーコンサート 基村昌代＆山本康寛 デュオ・リサイタル特別ロビーコンサート 基村昌代＆山本康寛 デュオ・リサイタル

平成28年度文化庁劇場･音楽堂等活性化事業

ハロウィン ミュージカルナイトハロウィン ミュージカルナイト 10月31日（月）19：00～19：30
出演：びわ湖ホール声楽アンサンブル・メンバー　ピアノ：植松さやか

10月15日（土）13：00～14：00
出演：基村昌代＊（ソプラノ）、山本康寛＊（テノール）　ピアノ：岡本佐紀子

［曲目］山田耕筰 作曲／北原白秋 作詞：からたちの花
ドニゼッティ：歌劇『連隊の娘』より“ああ、今日はなんと楽しい日”
ヴェルディ：歌劇『椿姫』より“乾杯の歌”　ほか

＊びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー

小山由美ドイツ歌曲研修Ⅱ小山由美ドイツ歌曲研修Ⅱ声 楽 

10/13（木） 友の会優先発売　10/15（土） 一般発売

青少年割引当日券

ⒸRYOICHI ARATANI
′沼尻竜典

いよいよ、びわ湖リング始動! 〈ニーベルングの指環〉四部作を
4年にわたって新制作。演出に世界的巨匠ミヒャエル･ハンぺ、
舞台装置と衣裳デザイナーにヘニング･フォン・ギールケを迎えま
す。びわ湖ホールでしか観られない決定版の上演を目指します。

プロデュースオペラ

（ドイツ語上演・日本語字幕付）ワーグナー作曲 『ラインの黄金』全1幕

2公演セット券（S席）30,000（28,000）円　SS席20,000（19,000）円　S席16,000（15,000）円　
A席13,000（12,000）円　B席11,000（10,000）円　C席9,000（8,000）円　D席7,000円　E席5,000円
U30席（30歳以下）3,000円　U24席（24歳以下）2,000円

2017年3月4日（土）・5日（日）両日とも14：00開演［大ホール］
指揮：沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）　管弦楽：京都市交響楽団

講師：東条碩夫（音楽評論家）
①１２月１７日（土）14：00開講　②2017年1月29日（日）10：00開講　
会場：コラボしが21 3階大会議室　2,000円（自由席、①・②通し券）

同時発売! オペラ講座『ラインの黄金』(初級編／全2回)

講師：三宅幸夫（慶應義塾大学名誉教授）、伊東史明（神戸大学講師）、藤野一夫（神戸大学教授）
①2017年2月5日（日）14：00開講　②2017年2月19日（日）14：00開講
③2017年2月26日（日）14：00開講　会場：リハーサル室　3,000円（自由席、①・②・③通し券）

ワーグナー･ゼミナール（上級編／全3回）

平成28年度文化庁劇場･音楽堂等活性化事業

出演：びわ湖ホール四大テノール（清水徹太郎＊、竹内直紀＊、二塚直紀＊、山本康寛＊）
＊びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー

［曲目］琵琶湖周航の歌、歌劇『トゥーランドット』より“誰も寝てはならぬ”
新春テノールdeコント～ああ！お年玉は大変だ！～　ほか

びわ湖ホールを飛び出し、日本各地で活動を行う人気ユニットによる
2Daysコンサート。新春テノールdeコントで2017年の初笑いを!

一般3,000円　青少年（25歳未満）1,500円
2017月1月7日（土）・8日（日）両日とも14：00開演［小ホール］

びわ湖ホール四大テノール　新春コンサート

終了しました

山本康寛基村昌代

チ ケ ット 発 売 中 の 公 演チ ケ ット 発 売 中 の 公 演

平成28年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

『白い犬とワルツを』～私は白い犬～演 劇

長年連れ添った妻を亡くしたサムの身に起こる、ロマンに満ちたエピソードが感動を
よんだ小説『白い犬とワルツを』。テレビ、舞台で活躍する女優 草笛光子が語ります。
原作：テリー・ケイ／著  兼武 進／訳　演出：鵜山 仁　出演：草笛光子

青少年割引当日券S席3,000円　A席2,000円
10月8日（土）15：00開演［中ホール］

草笛光子
Ⓒ岡本隆史

学ラン姿でダンス、生演奏、コントなどを展開する男性ばかりのダンス集
団コンドルズが、結成20周年を迎えてお贈りするスーパーベスト版です！
構成・映像・振付：近藤良平　出演：コンドルズ 

一般5,000円　青少年（25歳未満）2,000円　シアターメイツ1,000円　
10月9日（日）１5：００開演［中ホール］

撮影：ＨＡＲＵ

平成28年度文化庁劇場･音楽堂等活性化事業

コンドルズ20周年記念 日本縦断大感謝ツアー 2016  『20th Century Boy』コンドルズ20周年記念 日本縦断大感謝ツアー 2016  『20th Century Boy』ダンス

ロシアの児童文学作家マルシャークの原作に、林光が作曲したオペラ『森は生きている』。
気軽に楽しめるよう約1時間の特別バージョンに新制作しました。びわ湖ホール声楽アン
サンブルがキャストを務め、県内各地で上演します。

びわ湖ホール声楽アンサンブル みんなで作ろう! 林 光 作曲 オペラ『森は生きている』びわ湖ホール声楽アンサンブル みんなで作ろう! 林 光 作曲 オペラ『森は生きている』

●東近江公演　11月19日（土）14：00開演　東近江市立八日市文化芸術会館
　お問い合わせ：八日市文化芸術会館　0748-55-0207
●近江八幡公演　11月20日（日）14：00開演　近江八幡市文化会館 大ホール
　お問い合わせ：近江八幡市文化会館　0748-33-8111
●彦根公演　12月3日（土)14：00開演　みずほ文化センター
　お問い合わせ：みずほ文化センター　0749-43-8111

　

平成28年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業
助成：一般財団法人地域創造、公益財団法人五島記念文化財団、一般社団法人私的録音補償金管理協会（sarah）

各公演とも 〈一般〉1,000円　当日1,200円　〈中学生以下〉500円　当日600円（自由席）

平成28年度（第71回）文化庁芸術祭参加公演
平成28年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業
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琵琶湖ホテル
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コラボしが21 NHK

大津パルコ

大津港観光船のりば

なぎさのテラス
琵琶湖文化館 ピアザ淡海

　　（ホテルピアザびわ湖）

P びわ湖ホール
駐車場

びわ湖ホール

びわ湖ホールバス停なぎさ通り

琵琶湖

〒520-0806 大津市打出浜15-1　TEL.077（523）7133　https://www.biwako-hall.or.jp
Stage No.220　平成28年9月20日発行　発行・編集 公益財団法人びわ湖ホール

このパンフレットは再生紙を使用しています。

チ ケットの お 求 め は お 早 め にどうぞ 。 ●大阪から新快速で約40分、京都から約10分
●名古屋から新幹線／京都駅のりかえで約60分

携帯電話、スマートフォン（iPhone標準ブラウザ、Android標準ブラウザ）からもチケットをご購入いただけます。
詳しい推奨環境に関する表示はhttp://www2.biwako-hall.or.jp/mobile/env.html/に記載しております。
携帯電話、スマートフォンの方はhttps://www2.biwako-hall.or.jp/eticket_mobile/をご利用ください。
※パソコンにて登録されたユーザー ID、パスワードはそのままお使いいただけます。

https://www.biwako-hall.or.jpインターネット予約

チケットセンター

（10：00～19：00／火曜休館※休日の場合は翌日） （10：00～19：00／火曜休館※休日の場合は翌日）
TEL.077（523）7136

Ticket

2階チケットセンター
電話予約 窓口販売

優先発売日の午前10時から、上記の電話およびインターネットでお受けします。なお、1回の受付でお買い求めいただける枚数を
制限する公演がございます。詳しくは公演チラシもしくはインターネットでお確かめください。お電話の場合はお手元に会員カードを
ご用意いただき、クレジットカード決済をご希望の場合はカード番号、有効期限およびセキュリティーコードをお知らせください。

【友の会優先発売】

発売日の午前10時から、びわ湖ホールチケットセンター、または上記の電話およびインターネットでお受けします。
なお、1回の受付での販売枚数を制限する公演がございます。詳しくは公演チラシもしくはインターネットでお確かめください。

【一 般 発 売】

※チケット料金は消費税込の価格を表示。　※（　）内は友の会会員料金。　※一部公演を除き座席指定。
※一部公演を除き6歳未満のお子さまはご入場になれません。　※完売の際はご容赦ください。　※事情により出演者等が変更になる場合があります。
※チケットのキャンセル・変更はできません。チケットの購入後、期限内に所定の手続きをされない場合には、チケットの販売、引渡しをお断りいたします。

【青少年割引当日券の販売】　　　　　　　　 がある公演は、公演当日に残席がある場合に限り、青少年（25歳未満）の方に、半額で当日券を発売
　　　　　　　　　　　　 　　いたします。SS～E席のみ。U30・U24席は除く。※劇場窓口のみ取扱い。学生証など年齢のわかるものをご提示ください。

青少年割引当日券

【セット券／ U30席・U24席／シアターメイツ優待公演　　 】セット券／U30席・U24席／シアターメイツチケットはびわ湖ホールチケットセンターのみの取扱い（電話・窓口のみ）。 〈アクセス〉

《駐車場のご案内》

～演奏家のつどい～ vol.8アンサンブルの楽しみ
今年で8回目を迎える「アンサンブルの楽しみ」。沼尻竜典びわ湖ホール芸術監督のひらめきで始まったこの企画は、音楽を愛する方々にびわ湖ホール
で演奏していただこうというもので、気軽に、楽しく、様々なアンサンブルを聴けると毎年大好評。今年も11組の出演者が決定しました!

10月16日（日）１4：00開演［小ホール］1,000円（自由席）
平成28年度文化庁劇場･音楽堂等活性化事業

ウィリディス（緑）に囲まれたキャンパスで
研鑽を積んでいます。まっすぐなサウンド
を聴いてください!

ウィリディス四重奏団
［弦楽四重奏］

ホルンの音色を広めたい! 素敵な音楽を
心のポストにお届けします。

Post Horns（ポストホーンズ）
［ホルン三重奏］

日々、挑戦! 向上心を忘れない、仲良し女子
高生3人組。切磋琢磨し完成した曲を聴い
てください。

石山高校音楽科 ファゴット三重奏
［ファゴット三重奏］

18年前、滋賀県長浜市で生まれたア・カペラグループ。あふ
みとは琵琶湖を意味する“淡海・あわうみ”。ルネサンスの音楽
をお届けします。

あふみヴォーカルアンサンブル、小林祐香
［ア・カペラ＆チェンバロ］

音楽大学で出会った息ぴったりのふたり。
滋賀の人々と雄大な自然に育てられた音
を聴いてください。

中井萌、山下智大
［マリンバ＆ピアノ］

楽器の個性が絶妙に溶け合います。とっても
めずらしいアンサンブルのカタチ。表情豊かな
音楽をお贈りします。

萬代太紀、大出めぐみ、
芝内あかね、芝内もゆる

［クラリネット、ヴァイオリン、チェロ、ピアノ］

5歳からピアノ・デュオを始め、スーパー
キッズとしてＴＶ出演経験も! コンクール
で多くの賞を受賞しています。

双子ピアノデュオ「堂本兄弟」
［ピアノ連弾］ 中学校では少林寺拳法部

に入っています。曲のレパー
トリーは100曲以上!

安田壮翔［尺八］

17年来の友人。『サウンド・オブ・ミュー
ジック』など、本場アメリカ仕込みの
ミュージカルナンバーを歌います。

長谷川陽子、岩本美佳
［ヴォーカル＆ピアノ］

歌好きの母の訓練を受けた少女時代よ
り、50年の時を経て歌を再開。クラシック
に恋する姉妹です。

passo、藤本佳世子
［声楽＆ピアノ］

普段は教師をしています。学生の気
持ちをいつまでも持ち続けて…。
温かい響きを聴いてください。

中島武徳、築田あつこ
［ユーフォニウム＆ピアノ］

チェロ・カルテットゲストプレーヤー

上森祥平 城甲実子 池村佳子 福富祥子

［曲目］ワーグナー：荘厳なる曲　J.S.バッハ：シャコンヌ

輝かしい実績を誇る、チェロ界の人気実力派 上森祥平率いる仲間たちによるチェロ
四重奏です！ ここでしか聴けない豊かなアンサンブルをお楽しみください。


